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禁止：平らでない、不安
定な場所に置かないで
ください。筐体を破損し
た場合には、弊社コール
センターにご連絡くださ
い。弊社指定以外の第三
者に修理を依頼しないで
ください。

禁止：液体･雨･湿気を避
けてください。

周 囲 温 度：本 機 は 5°〜
�5°の周囲温度でご使用
ください。

安全上の注意

禁止：本体を破損したり
傷つけたりするような物
を上から落としたり、そ
のような恐れのある場所
で本機を使用しないでく
ださい。

重要：清潔なスポンジまたは柔らかい布に研磨材の含まれていない洗剤を温
水で薄めたものを数滴含ませ、汚れを拭き取ってください。最後に乾いた布を
使って余分な水分を完全に取り除いてください。

禁止：高温となる場所、直
射日光の当たる場所では
使用しないでください。
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パッケージの内容
1 製品の概要

  

Quick Start Guide

Eee Note

Eee Note とWacom ペン クイックスタートガイド

microUSBケーブル USBチャージャー*

Eee Note 専用ブックケース 保証書

注：

• 付属品が足りないときや破損しているときは、販売店様にご連絡ください.

• USBチャージャーの形状は地域により異なり、お買い求めの地域以外では使
用できません。本機をお買い求めの国や地域で供給されている電圧が異な
る電源にUSBチャージャーを接続しないでください。
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各部の名称と説明

1 内蔵型マイク
音声の録音などに使用することができます。
ペン入力エリア
Wacom ペンでこの画面エリアを軽く触れ、各機能の選択・操作を行いま
す。
戻るキー
前の画面に戻ります。
ソフトキー
各ソフトキーの上に表示されるコマンドを実行します。
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ナビゲーションキー
書籍を閲覧中に /  キーを押して、メニューから項目を選択します。
書籍を閲覧中に /  キーを押して、次のページまたは前のページに移
動します。

ホームキー
押すとホーム画面に画面が切り替わります。

再起動ボタン
このボタンを押すと、本機が再起動します。

イヤホンジャック
ヘッドホンのコネクターを接続します。なお、このジャック使用時は、内蔵
スピーカーが自動的に無効となります。

microUSBポート
microUSBケーブルを接続します。

microSDカードスロット
内蔵のメモリーカードリーダーにより、microSD/microSDHCカードの読
み込みが可能です。
内蔵型スピーカー
本機には内蔵型ハイクオリティステレオスピーカーが搭載されています。
電源キー
本機の電源のON/OFFを切り替えます。
Wacom ペン
ペン入力エリアでWacom ペンを使用して、書く、描く、選択するといった
操作が可能です。
内蔵型アウトカメラ
内蔵型カメラで写真を撮ることができます。
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Eee Note を充電する
2 使用の手引き

注：

• コンピューターのUSBポートにmicroUSBケーブルを接続しても、本機の
充電が可能です。

• 本機に付属するUSBチャージャーのみをご使用ください。本機に付属す
るUSBチャージャー以外を使用すると、本機の故障の原因となります。

• USBチャージャーの形状は地域により異なり、お買い求めの地域以外で
は使用できません。本機をお買い求めの国や地域で供給されている電圧
が異なる電源にUSBチャージャーを接続しないでください。

• 本機を完全に充電した状態では、e-book の閲覧やメモの追加・編集等の作
業を約1�時間行うことができます。

1

3

2

手順：
1. USBケーブルのmicroUSBコネクター部を本機のmicroUSBポートに接続しま

す。
2. microUSBケーブルをUSBチャージャーに接続します。
�. USBチャージャーを電源コンセントに接続します。
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本機の電源をON/OFFにする
• 電源キーを約�秒間押し続け、本機

の電源をONにします。
• 本機の電源がONの状態で電源キ

ーを約�秒間押し続けると、本機
の電源はOFFになります。

スリープモードにする

注：スリープモードはデフォルト設定で有効に設定されています。本機の操作
をしばらく行わない、または電源キーを押すと、本機はスリープモードに切り
替わります。

1. ホーム画面から「設定」→「自動スリープモード」→「セットアップ」の順にタッ
プします。

2. 「自動スリープモード」メニューでオプションを選択し、「OK」をタップしま
す。

スリープモードからウェイクアップする：
• スリープモードの状態で電源キーを押します。
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Wacom ペンをデバイス上部に収納する

Wacom ペンを使用する
Wacom ペンはペン型デバイスで、本機の上部に収納されています。

• ペン入力エリアでWacom ペンを使用して、書く、描く、項目を選択するといっ
た操作が可能です。

• 一回タップすると項目を選択することができます。

重要：Wacom ペンを落とさないようご注意ください。故障の原因となります。
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microSDカードスロット

microSDカードを本機に取り付ける
本機にはmicroSDカードスロットが搭載されています。本機に保存しきれない
データはmicroSDカードに保存することができます。

手順：
1. 本機底面にあるmicroSDカードス

ロットの位置を確認します。
2. microSDカードをスロットに挿入し

ます。

無線接続
本機搭載の内蔵Wi-Fi 機能により、本機を無線ネットワークに接続することが
できます。Webサイトの閲覧やインターネット関連のアプリケーションの使用
が可能です。

重要：パスワードフィールドをタップすると、ソフトウェアキーボードが表示さ
れます。ソフトウェアキーボードを使用してネットワークパスワードを入力して
ください。

Wi-Fi 機能を使用する
1. ホーム画面から「設定」→「Wi-Fi ネットワーク」→「セットアップ」の順にタッ

プします。
2. 利用可能なネットワークの検索が実行されます。
�. ネットワークのリストから、接続するネットワークを選択します。
�. 必要に応じ、パスワードまたはパスキーを入力し、「Try」をクリックします。

注：本機をカードリーダとして使用される場合は、セクション「カードリーダーモ
ードを使用する」をご参照ください。
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3 本機を使用する
ホーム画面
ホーム画面をWacom ペンでタップすると、次の機能・メニュー・ユーティリティ
を起動することができます。 
メモ、Reader、カメラ、音声メモ、テキストメモ、フォトアルバム、ミュージックプレ
ーヤー、電卓、辞書、設定、ゴミ箱、Webブラウザー、Bubble Breaker、Sudoku
Wacom ペンのタップ操作で、ステータスバーやサーチバー、アプリケーション
メニュー、コマンドバーの操作を行います。タッチパッドキーの操作は指で行
います。
• ステータスバー：アイコンをタップし、各種設定を行います。また、デバイスの

状態を表示します。
• サーチバー：ドキュメントの検索に使用します。
• アプリケーションメニュー：起動したいアプリケーションをタップし起動します。
• コマンドバー：コマンドボタンをタップし、コマンドに対応する機能を実行しま

す。

ステータスバー

コマンドバー

サーチバー

アプリケーション 
メニュー

タッチパッドキー
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ステータスバー

microSDカードを装着すると、このアイコンが点灯します。「今すぐスキャ
ン」をタップし、microSDカード内のファイルを検索します。microSDカ
ードを取り出す際は、「安全に取り出す」をタップし、安全に取り出して
ください。

タッチセンサーキーの有効/無効を設定します。

スライダーをドラッグし、音量を調節します。

Wi-Fi 機能の有効/無効を設定します。「Wi-Fi 設定」をタップし、無線ネ
ットワークに接続します。

バッテリー残量を表示します。

日付と時間を表示し、また設定変更を行います。
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ノートを使用する
ノートの追加と編集
手順
1. ホーム画面から「メモ」をタップします。
2. 次の操作のいずれかを行います。
 •  「ノートの追加」をタップし、新し

いノートを作成します。
 •  既存のノートをタップし、編集しま

す。

ヒント：コマンドバーの「ソート」を
タップすると、日付や名前によって
既存のノートの配列を変更するこ
とができます。

�. その他機能を使用する場合は、機能バーの対応するアイコンをタップします。
機能バーの各アイコンの説明は次項の表をご参照ください。

機能バー

�. 「保存」をタップすると、設定変更が保存されます。
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機能バー

別のページに移動します。

「タグ」をタップし、現在のノート（メモ）にタグを付けることができます。
タグを付けることで検索がしやすくなります（新規）。タグの名前を入力し、

「Add」をタップし、タグを作成します。
「Upload（アップロード）」をタップすると、現在のノート（メモ）を

microSDカードにGIF形式のファイルとして保存することができます（
新規）。この機能を使用する際は、事前にmicroSDカードを本機に装着
してください。

「Photos」をタップし、アルバムから画像を挿入します。「カメラ」をタップ
すると、キャプチャーした画像を挿入することができます。挿入した画像
の編集が可能です。また、ドラッグして画像を移動することもできます。

「New Table（新しい表）」をタップすると、ノートに表を挿入することが
できます（新規）。

一つ前の操作を元に戻します。

元に戻した操作を再度行います。

タップし、ノートの選択部分のコピーと貼り付けを行います（新規）。

ペンの濃さを選択します。

消しゴム機能です。消しゴムの大きさも調節することができます。

ペンの種類を選択します。

開いているページを削除します。

ノートの背景を選択します（新規）。

現在のページの後にページを追加します（新規）。

最後に編集した日付が表示されます。タップすると、名前を変更するこ
とができます。
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ノートの管理
をタップし、ノートの管理を行います。

•  Lock/Unlock：ノートのロック・ロッ
ク解除を行います。この機能を使用
する前に、「設定」→「セキュリティ」
→「セットアップ」の順にタップし、
パスワードを設定してください。

•  Merge：複数のノートを結合しま
す。

•  Rename：ノートの名前を変更しま
す。

•  Delete：ノートを削除します。
•  Add to Evernote：ノートをEvernote Webサイトにアップロードします。こ

の機能を使用する前に、Evernote ID（無料）を次のリンクで取得してくださ
い。 
http://www.evernote.com 
IDを取得したら本機で「設定」→「Service accounts」→「セットアップ」の順
にタップし、Evernote アカウントをセットアップします。
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Readerを使用する
e-bookを読む

注：

• 本機では、e-book をPDF形式、ePub形式、FB2形式で閲覧することができ
ます（新規）。

• オンラインで購入、またはダウンロードしたe-book やデジタルコンテン
ツの中には、DRM（Digital Rights Management：デジタル著作権管理）で
保護されたものもあります。DRM保護されたファイルを閲覧するには、
Adobe IDでデジタルリーダーを有効する必要があります。

• Adobe IDは次のリンクで無料で公開されています。 
https://www.adobe.com/cfusion/membership/ 
本機でAdobeアカウントをセットアップするには、「設定」→「Cloud Service 
」→「セットアップ」の順にタップし、セットアップします（新規）。

• 本機でe-bookを購入するには、「Reader」→「Buy more books」をタップしま
す。e-bookを購入する際は、オンラインブックストアのアカウントが必要な場合
があります。

手順
1. ホーム画面から「Reader」をタップします。
2. / でブックリストから読みたいe-book を選択し、Enter キーを押して開きま

す。
 Wacom ペンで選択した e-book をタップし、開きます。 をタップし、 

e-book の管理を行うこともできます。

ヒント：コマンドバーの「ソート」をタップすると、日付や名前によってブックリスト
の配列を変更することができます。

�. e-book の閲覧中は、次の操作が可能です。
 •  書籍を閲覧中に / キーを押すと、次のページまたは前のページに移動します。
 •  Wacom ペンでページにメモを入力したり、絵を書いたりすることができます。
 •  その他機能を使用する場合は、機能バーの対応するアイコンをタップします。

機能バーの各アイコンの説明は次項の表をご参照ください。

機能バー
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機能バー

開いている書籍の目次や注釈リスト、ブックマークリスト、コメント、コン
テンツのパーセンテージなどを表示します。「Content (%)」を選択する
と、画面下のスライダーをドラッグして％を選択することで、別のページ
に移動することができます。

現在のページをスナップショットとして本機のフォトアルバムフォルダ
ーに保存します。

開いているページが本機の画面に全て収まらない場合は、タップしてド
ラッグ機能を使用してページ全体を表示することができます。

ズームイン/ズームアウトを行います。

タップしてページ全体を表示することができます。通常の画面表示に戻
す場合は、戻るキーを押します（新規）。

風景画像の方向を切り替えます（新規）。通常の方向に戻す場合は、戻
るキーを押します（新規）。

e-bookにタグを付けることで、検索しやすくなります。タグの名前を入力
し、「Add」をタップし、タグを作成します。

現在のページにブックマークを付けます。ブックマークを削除するには
アイコンを再度タップしてください。

コメントを入力します。コメントのタイプも選択することができます。 
「Eraser」をタップすると、コメントを消すことができます。

注釈を付けます。このアイコンをタップし、注釈を付ける行をタップし、そ
の行の左側の注釈アイコンをタップします。ソフトウェアキーボードで文
字を入力し、「Close」をタップして注釈を保存します。

辞書内の単語の語義を検索します（新規）。
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カメラを使用する
本機にはカメラが内蔵されており、画像をキャプチャーすることができます。

手順
1. ホーム画面から「カメラ」をタップします。
2. 「ズーム」をタップし、ズームする度合いを調節します。
�. 「モード」をタップし、カメラモードを選択します。
�. 「キャプチャー」をタップすると、画像をキャプチャーします。
5. キャプチャーした画像を保存するには「保存」を、保存しない場合は「閉じる」

をタップします。

音声メモを録音する
本機には内蔵マイクが搭載されており、音声メモを録音することができます。

手順
1. ホーム画面から「音声メモ」をタップします。
2. 「新しい音声メモの録音」をタップします。
�. 表示される画面で、 をタップして

録音を開始します。
 録音中に をタップすると、録音を

一時停止することができます。録音を
再開する場合は、 をタップしま
す。

�. をタップして録音を終了します。
録音したファイルを再生するには「再生」を、保存するには「保存」を、保存し
ない場合は「キャンセル」をタップします。

音声メモの管理
をタップし、音声メモの管理を行います

•  名前変更：音声メモの名前を変更します。
•  削除：音声メモを削除します。
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テキストメモを書く
本機は、簡単なメッセージを書くことができます。

手順
1. ホーム画面から「テキストメモ」をタップします。
2. 「テキストメモの追加」をタップしま

す。
�. ソフトウェアキーボードで文字を入力

します。
�. 完了したら、「保存」をタップし保存

します。

テキストメモの管理
手順
•  名前変更：テキストメモの名前を変更します。
•  削除：テキストメモを削除します。
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フォトアルバムで画像を参照する
内蔵カメラ、またはコマンドバーの「スナップショット」をタップしてキャプチャー
した画像を参照することができます。

手順
1. ホーム画面から「フォトアルバム」をタップします。
2. / でリストから参照したい画像を選択し、Enter キーを押して開きます。

Wacom ペンで画像をタップしても、画像を開くことができます。

ヒント：コマンドバーの「ソート」をタップすると、日付や名前によって画像リスト
の配列を変更することができます。

画像の管理
をタップし、画像の管理を行います

•  名前変更：画像の名前を変更します。
•  削除：画像を削除します。

ミュージックプレーヤー を使用する
本機はMP� ファイルを再生することができます。ホーム画面から「ミュージックプ
レーヤー」をタップし、リストから再生する音楽ファイルをタップして開きます。

ヒント：コマンドバーの「ソート」をタップすると、日付や名前によって音楽リスト
の配列を変更することができます。

音楽ファイルの管理
をタップし、音楽ファイルの管理を行います

•  名前変更：音楽ファイルの名前を変更します。
•  削除：音楽ファイルを削除します。
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電卓を使用する
ホーム画面から「電卓」をタップすると、
電卓機能を使用することができます。

辞書を使用する
ホーム画面から「辞書」をタップすると、
辞書機能を使用することができます。

をタップして使用する辞書を
選択し、ソフトウェアキーボードで検索し
たい内容を入力し、検索してください。
単語の1つ目の文字を入力すると、検索
語彙の候補が自動的に表示されます。
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設定
ホーム画面から「設定」をタップする
と、設定メニューが開きます。

このデバイスについて
「詳細」をタップすると、Eee Note の情報を確認することができます。ソフトウェ
アキーボードで「デバイス名」の欄に本機の名前を入力することもできます。

Wi-Fi ネットワーク
「セットアップ」をタップすると、無線ネットワークの接続と各設定をすることが
できます。

Cloud サービスアカウント
「セットアップ」をタップすると、本機用にEvernote またはAdobe IDアカウント
でログインすることができます。

メディアのスキャン
「スキャン」をタップすると、本機のストレージと microSDカード内のファイルを

検索することができます。

規定のノートの背景
「選択」をタップすると、リストから背景を選択することができます。
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セキュリティ
「セットアップ」をタップすると、本機とコンテンツ用のパスワードを設定するこ
とができます。

日付と時間
「セットアップ」をタップすると、本機の日付と時間の設定をすることができま

す。

自動スリープモード
「セットアップ」をタップすると、スリープモードに移行するまでの待機時間を設

定することができます（新規）。

ペンのカスタマイズ
「セットアップ」をタップすると、Wacom ペンのキャリブレーションをすることが
できます。デフォルト設定に戻すこともできます。

デフォルト設定にリセット
「Reset」をタップすると、本機を工場出荷時のデフォルト設定に戻すことができま

す。

重要：リセットを実行すると、本機内のデータは全て消去されます。リセットを実
行する前に、バックアップを取ることをお勧めします。

利用規約
「詳細」をタップすると、利用規約とCopyright に関する情報が表示されます。

タッチキーのロック（新規）
「セットアップ」をタップすると、任意のアプリケーションの起動後にタッチキー
をロックすることができます（新規）。

言語
「セットアップ」をタップすると、本機で使用する言語を選択することができます（新規）。

キーボードの言語
「セットアップ」をタップすると、本機のソフトウェアキーボードで使用する言語
を選択することができます。
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ゴミ箱
ゴミ箱 では、ファイルを完全に削除する、削除したファイルを復元する、削除し
たファイルを元に戻す等の操作ができます。
ホーム画面から「ゴミ箱」をタップし、ゴミ箱を開きます。ファイルをタップし、 

「削除」をタップするとファイルが完全に消去されます。「復元」をタップすると、
ファイルが元の場所に戻ります。「空にする」をタップすると、ゴミ箱の中ファイル
が全て消去されます。

Webブラウザー
ホーム画面から「Webブラウザー」をタップすると、Webブラウザーが開きます。
この機能を使用する際は、本機がワイヤレスネットワークに接続されていること
をご確認ください。

Bubble Breaker
ホーム画面から「Bubble Breaker」をタップすると、ゲームが始まります。

Sudoku
ホーム画面から「Sudoku」をタップすると、ゲームが始まります。
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4 Eee Note Sync を使用する
Eee Note Sync は、Eee Note のコンテンツの管理や、データの保存とバックア
ップ、システムのアップグレードと管理を行うツールで、本機をデジタイザーと
しても利用することができます。

Eee Note Sync ユーティリティをコンピューターにインスト
ールする

• Eee Note Sync はWindows®環境のコンピューターにのみインストール可
能です。

• コンピューターのInternet Explorer を終了してからEee Note Sync をイ
ンストールしてください。

• コンピューターに他のWacom ペンタブレットドライバーがインストールされ
ている場合は、Eee Note Sync をインストールする前に削除してください。

Eee Note Sync をインストールする
1. 本機の電源をONにします。
2. microUSBケーブルで本機をコンピューターのUSBポートに接続します。
�. 本機画面に表示される「Eee Note Sync and Wacom Pen Tablet ドライバ

ー」をタップします。
�. セットアップに使用する言語を選択し、画面上の指示に従って、インストール

を実行します。

• セットアップ画面がコンピューターに表示されない場合は、 
「マイコンピューター」を開き、Eee Note Sync Installer をダブルクリ
ックします。

• Eee Note Sync のインストール実行中に「PDFCreator」と「Wacom Pen 
Tablet Driver」のインストールを推奨いたします。PDFCreater は、Micorsoft 
Office Word、PowerPoint、Excel 形式のファイルをPDFファイルに変換し、
本機でのこれらファイルの閲覧が可能になります。Wacom Pen Tablet Driver 
をインストールすると、本機をデジタイザーとして使用できます。
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ファイルのコピー
1. 本機がコンピューターに接続されていること、Eee Note Sync がコンピュータ

ーにインストールされていることをご確認ください。
2. 本機画面に表示される「Eee Note Sync モード」をタップします。
�. 「Eee Note Sync」メイン画面がコンピューターに表示されます。画面がコン

ピューターに表示されない場合は、コンピューター上のEee Note Sync アイコ
ンをダブルクリックして起動します。

本機の情報を参照する
• 「システム情報」をタップすると、本機の情報が表示されます。

ファイルをコピーする際は、次のいずれかの操作を行います。
• 「コンテンツ管理」→「インポート」の順にクリックし、ファイルをコンピュー

ターから本機にコピーします。
•  「コンテンツ管理」→「PCにエクスポート」の順にクリックし、ファイルを本

機からコンピューターにコピーします。
•  「コンテンツ管理」→「SDカードに移動」の順にクリックし、ファイルを本機

からSDカードにコピーします。

本機は次のファイル形式をサポートしています。ePub、PDF、MP�、JPG、BMP、
GIF、PNG。次のファイル形式は、PDFCreator がコンピューターにインストール
され、該当するファイル形式のファイルをEee Note Sync でインポートした場
合のみサポート可能です。txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx

バックアップと復元機能を使用する
• 「バックアップと復元」→「バックアップ」→「参照」の順にクリックし、本機

のデータのバックアップを行います。重要なデータのバックアップは定期的に
行うことを推奨します。

• 「バックアップと復元」→「復元」の順にクリックし、本機のデータの復元を
行います。

• 本機からエクスポートしたePub ファイルを閲覧するには、Adobe Digital 
Editions をインストールする必要があります。ソフトウェアは次のリンク
で公開されています。http://www.adobe.com/products/digitaleditions/

• 本機で録音し本機からエクスポートしたオーディオファイルを再生する
には、AMR Player をインストールする必要があります。ソフトウェアは
次のリンクで公開されています。http://www.amrplayer.com/

• 本機からエクスポートしたノートファイルを開くことはできません。ただし、ノ
ートファイルをダブルクリックしPNGファイルとして保存すれば、ファイルの閲
覧とプリントが可能になります。
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カードリーダーモードを使用する
本機をカードリーダーとして使用することもできます。

手順
1. 本機がコンピューターに接続されていること、Eee Note Sync がコンピュータ

ーにインストールされていること、microSDカードが本機に装着されているこ
とをご確認ください。

2. 本機画面に表示される「SDカードリーダーモード」をタップします。
�. microSDカードが挿入されている場合、コンピューター上にmicroSDカード内

のデータが表示されます。

AutoPlay 画面がコンピューターに表示されない場合は、「マイコンピューター」
を開き、microSDカードをダブルクリックし、フォルダーを開きます。

�. 次のフォルダーにファイルをコピーすることができます。
 • book フォルダー：ePub/PDFファイル
 • music フォルダー：MP� ファイル
 • 画像フォルダー：JPG/BMP/GIF/PNGファイル
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デジタイザーモードを使用する
デジタイザーモードに設定すると、本機で描いた画像を他のスクリーンに表示
することができます。

• このモードでは、本機の他の機能は全て無効になります。
• デジタイザー機能は、Windows®環境のコンピューターでご利用いただける

機能です。

手順
1. 本機がコンピューターに接続されていること、Wacom Pen Tablet Driverがコ

ンピューターにインストールされていることをご確認ください。
2. 本機画面に表示される「Windows PC Digitizer モード」をタップします。
�. 「デジタイザーモード（左側使用）」または「デジタイザーモード（右側使用）」

を選択します。
�. 以上の設定で、本機をデジタイザーボードとし使用できるようになります。

Eee Note モードを使用する
Eee Note Mode では、本機を充電しながら使用することができます。

手順
1. 本機がコンピューターに接続されていること、Eee Note Sync がコンピュータ

ーにインストールされていることをご確認ください。
2. 本機画面に表示される「Eee Note Mode」をタップします。
�. 本機は充電中ですが、使用可能な状態です。
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5 アクセサリー
Eee Note 専用ブックケース
本機には耐久性の高いEee Note 専用ケースが付属しており、本機を簡単に収
納でき、本機の傷やへこみを防ぎます。

収納する
1. Eee Note 専用ブックケースを開きます。

2. 本機をブックケースに収納し、固定します。

1

2

3

4
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6 トラブルシューティング
問題：本機がフリーズ状態にる。
 •  ホームキー を押し続け、起動中のアプリケーションを強制終了してくだ

さい。
 • Wacom ペンで再起動ボタンを押し、本機を再起動してください。
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付録
ご注意（原文）
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: 
• This device may not cause harmful interference.
• This device must accept any interference received, including interference 

that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate 
the equipment.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter.
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Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment 
should be installed and operated with minimum distance 20cm between 
the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements – Article �
Protection requirements for health and safety – Article �.1a
Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. 
These are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article �.1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN �01 �89-1 and 
EN �01 �89-1� has been conducted. These are considered relevant and 
sufficient.
Effective use of the radio spectrum – Article �.2
Testing for radio test suites according to EN �00 �28- 2 has been conducted. 
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause 
radio interference, in which case the user may be required to take adequate 
measures.

REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, 
and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published 
the chemical substances in our products at ASUS REACH website at 
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

GOST-R Certificate of Conformity (Russia)
This product complies with Russia’s GOST-R Certificate of 
Conformity.
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安全に関する情報
直射日光の当たる場所での使用
湿度が極度に高くなる場所、高温となる場所では使用しないでください。
本製品を車内のダッシュボードや窓際などの直射日光や強い紫外線が当たる
場所、また、温度が60°Cを超える場所で一定時間使用しないでください。

聴力障害についてのご注意
イヤホンやヘッドホンを大音量で使用し続けると、聴力障害の原因となる場合
があります。

爆発の危険性のある物体がある環境での使用
爆発の危険性のある物体がある環境では、本機の電源をOFFにし、周囲に標識
や標示等がある場合は、その指示に従ってください。
上記のような環境で火花等が発生した場合、引火・爆発事故及び火災の原因
となる場合があり、大変危険です。
爆発の危険性のある場所や地域には、それを警告する標識や標示が通常設置
されています。 
例：ガソリンスタンドや船舶のデッキ、化学燃料を扱う施設や倉庫等、液化石油
ガス（プロパン、ブタン）を扱う車両、化学物質を含む気体を扱う施設、穀物や
粉塵、金属粉等の物質を扱う場所、自動車のエンジンを切る必要がある場所や
施設

修理をご依頼される場合
以下のような症状が見られる場合は、製品を電源コンセントから取り外し、
ASUSコールセンターに修理をご依頼ください
• 製品への液体の浸入、外部からの物体の落下。
• 雨や液体がかかった場合。
• 製品の落下による故障。
• 顕著なオーバーヒートが確認される場合。

高温になる場所、湿度の高い場所での使用
• ラジエーターやストーブ、空調の送風口、アンプ等の熱を発する熱源のそば

で本機を使用しないでください。
• 液体･雨･湿気を避けてください。
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温度差の激しい環境での使用
温度差、湿度差の激しい環境、温度差、湿度差を生じる状況で使用された場
合、本体外部及び内部に結露や水滴が発生し、故障の原因となります。万が一
上記のような環境で使用し結露等が発生した場合は、製品を乾燥した場所で
放置し、結露を解消させてからご使用ください。

回収とリサイクルについて
使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響
を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできませ
ん。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチ
ック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用されます。また、そ
の他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質
の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。
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Copyright © 2011 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved.
バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェア
を含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引
用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。事前に
ASUSより文書での承諾を取得しない限り、本マニュアルの記載内容は、ユーザーがASUSの商
標及びサービスマーク、製品、サービス名、スローガン、ロゴ、画像等を断りなく使用することを
承諾するものではありません。
製品保証サービスは以下のケースに対しては適用されません。
(1) ASUSが文書で指定した以外の第三者が製品を修理した場合、製品に改造や変更を加えた

場合（
(2)製品のシリアルナンバーが改ざんまたは剥がれている場合、または判読できない場合。
ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。
ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害（利益の損
失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む）に対して、その可能性を
事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。
本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更
されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウ
ェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。
本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合が
ありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの
権利を侵害する意図はありません。

サードパーティのCopyright について
本製品のサードパーティのコンテンツ及びソフトウェアに対する全ての権利及び知的財産権は、
各コンテンツの所有者また特許権許諾者の財産に属し、適用可能な著作権またはその他の知
的財産権に関する法律や契約により保護されます。
• Eee Note はAdobe Reader Mobile ソフトウェアを使用しており、Adobe Systems 

Incorporatedのライセンスを取得しています。 
Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 
Adobe とReader はAdobe Systems Incorporatedの商標です。

• Copyright © 2005 - 2011 XCome Technology Ltd. All Rights Reserved.
• SVOX TTSソフトウェアはSVOG AGのライセンスを取得しています。 

Copyright © 2001-2011 SVOG AG.  
All Rights Reserved. SVOXはSVOX AGの商標です。
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特定のソフトウェアのソースコードの提供
本製品には一般公有使用許諾（General Public License〔GPL〕）及び劣等一般公有使用許諾（
Lesser General Public License Version〔LGPL〕）、その他のフリー/オープンソースソフトウェア

（Free/Open Source Software〔FOSS〕）のライセンスを取得したソフトウェアが含まれていま
す。本製品に含まれるこれらのソフトウェアは、適用されうる法律が許す範囲内において、一切
の保証を伴わずに配布されるものとします。これらのライセンスのコピーは本製品に含むもの
とします。
適用可能なライセンスによりこれらのソフトウェアや他の追加データのソースコードへのアク
セスが許可されている場合は、それらのデータは本製品に同梱されていなければなりません。
データは次のリンクからダウンロードすることも可能です。 
http://support.asus.com/download. 
ソースコードは保証なしに配布されており、対応するバイナリー/オブジェクトコードと同様の
ライセンスを取得しています。
ASUSTeKは様々なフリー/オープンソースソフトウェアライセンスの要求に応じるべく、完全な
ソースコードの提供に努めております。対応する完全なソースコードを取得する際に問題が生
じた場合は、お手数ですが、製品名と問題の詳細をEメールにて弊社にお聞かせください 

（gpl@asus.com）。なお、ソースコードのアーカイブ等、サイズの大きなファイルの添付はご
遠慮ください。
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ASUSコンタクトインフォメーション
ASUSTeK COMPUTER INC. (アジア、太平洋）
住所：15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webサイト：www.asus.com.tw

テクニカルサポート
電話：+8862289�����
サポートファックス：+88622890�698
オンラインサポート：support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（アメリカ）
住所：800 Corporate Way, Fremont, CA 9�5�9, USA
電話：+1502955088�
ファックス：+15029��8�1�
Webサイト：usa.asus.com
オンラインサポート：support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH（ドイツ、オーストリア）
住所：Harkort Str. 21-2�, D-�0880 Ratingen, Germany
ファックス：+�92102959911
Webサイト：www.asus.de
オンラインコンタクト：www.asus.de/sales

テクニカルサポート
電話（コンポーネント）：+�9180501092�*
電話（システム/ノートパソコン/Eee/LCD） +�91805010920*
ファックス：+�92102959911
オンラインサポート：support.asus.com

*  ドイツ国内の固定電話からは0.14ユーロ/分、携帯電話からは0.42ユーロ/分の通話料がかかります。


